ひとり一品以上利用拡大キャンペーン商品原材料等詳細
連番

1

商品名

１２種の野菜カレー

税込価格

930円

賞味期間

一括表示原材料
野菜（たまねぎ、にんじん、キャベツ、いんげん、かぼちゃ、ピーマン、レンコン、ごぼう、セロリ）、ソテーオニオン（たま
ねぎ、植物油脂）、おから、豆乳、植物油脂、小麦粉、難消化性デキストリン、リンゴペースト、砂糖、チャツネ、ガーリッ

2年 クペースト、食塩、カレー粉、香辛料、しょうがペースト、マッシュルーム、トマトペースト、【添加物】調味料（アミノ酸）カ
ラメル色素、ミョウバン、水

2

名店カレーセット

2080円

3

ビーフカレー中辛 ５食

1600円

アレルゲン

小麦

[アレルゲン ：バナナ、リンゴ、小麦、大豆]

【ガヴィアル欧風ビーフカレー】ソテードオニオン、牛肉、カレー粉、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、乳等を主要原料とする食
品、大豆油、食塩、ポークエキス調味料、バター、香辛料、加工油脂、脱脂粉乳、香味油、増粘剤(加工デンプン）、調
味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、カロチノイド）、トレハロース、香料、(その他大豆、小麦由来原材料を含む）【ガ
ヴィアル欧風チキンカレー】鶏肉、ソテードオニオン、砂糖、カレー粉、ぶどう糖果糖液糖、乳等を主要原料とする食品、
大豆油、バター、食塩、チキンエキス、ポークエキス調味料、香辛料、脱脂粉乳、増粘剤(加工デンプン）、調味料（アミ
ノ酸等）、カラメル色素、トレハロース、香料、（その他大豆、小麦牛肉由来原材料を含む）【ゲイロードチキンカレー】ソ
2年 テードオニオン、じゃがいも、トマト・ジュースづけ、鶏肉、大豆油、ヨーグルト、ダールパウダー、香辛料、ガーリック、
しょうが、食塩、はちみつ【ゲイロードビーフカレー】ソテードオニオン、トマト・ジュースづけ、牛肉、ヨーグルト、大豆油、
香辛料、ガーリック、ダールパウダー、しょうが、食塩【エチオピアビーフカリー】野菜（にんじん、セロリ）、ソテードオニオ
ン、牛肉、ポークブイヨン、トマトペースト、りんごペースト、牛脂、肉エキス（ポーク、ビーフ）、チキンエキス、食塩、香辛
料、砂糖、大豆油、しょうが、ガーリック、カレー粉、ビーフエキス、乳等を主要原料とする食品、かつお節エキス、カラメ
ル色素、調味料（アミノ酸等）、増粘剤(加工デンプン）、香料、(その他小麦、大豆由来原材料を含む）

小麦、乳

牛肉、ソテーオニオン、野菜（にんじん、じゃがいも）、小麦粉、植物油脂、トマトケチャップ、ウスターソース、砂糖、カ

18ヵ月 レー粉、フルーツチャツネ、食塩、しょうゆ、バター、ビーフエキス、ジンジャーペースト、ガーリックペースト、香辛料、カ

小麦、乳

ラメル色素、調味料（アミノ酸等）、

4

土佐あかうしビーフカレー ５食

1000円

野菜（玉葱、人参）、豚脂、小麦粉、牛肉、砂糖、果実ペースト（マンゴー、りんご）、食塩、カレー粉、トマトペースト、
ビーフエキス、トマトピューレ、チャツネ、大豆たん白、植物性油脂、野菜ペースト（生姜、にんにく）、香辛料、オニオン

７３０日 パウダー、還元水あめ、酵母エキス、ガーリックパウダー、着色料（カラメル、ココア）、増粘剤（加工でん粉）、調味料

小麦

（アミノ酸等）、乳化剤、香料、酸味料

5

ビーフカレーインド風

960円

牛肉（オーストラリア）、ソテーオニオン、ビーフエキス、小麦粉、固形トマト、ラード、カレー粉、中濃ソース、異性化液
糖、トマトペースト、チャツネ、おろしにんにく加工品、生姜、チキン調味エキス、食塩、砂糖、蛋白加水分解物、香辛

2年 料、バター/増粘剤（加工澱粉）、着色料（カラメル）、調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物、（一部に小麦・乳成分・牛

小麦・乳

肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む）

6

イワシカレー・サバカレー

7

フルーツケーキ

600円

1095日

サバカレー：野菜（馬鈴薯、玉葱、人参、にんにく、生姜）、さば、カレー粉、でん粉、バター、植物油、砂糖、動物油、香
辛料、小麦粉、ウスターソース、ビーフブイヨン、食塩、唐辛子抽出物、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料、
（原材料の一部に卵を含む）
イワシカレー：野菜（馬鈴薯、玉葱、人参、にんにく、生姜）、いわし、カレー粉、でん粉、バター、植物油、砂糖、動物
油、香辛料、小麦粉、ウスターソース、ビーフブイヨン、食塩、唐辛子抽出物、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味
料、（原材料の一部に卵・乳・小麦を含む）

卵、小麦、乳

ドライフルーツ（ﾚｰｽﾞﾝ、キウイ、パイナップル、マンゴー、メロン、パパイヤ、りんご、）エキストラヴァージンオリーブオイ

1550円 製造より2か月 ル、小麦粉、砂糖、卵、アーモンドプードル、ラム酒、膨張剤、亜硫酸塩、クエン酸、天然カンタロープ香料、着色剤（青

卵、小麦

色2号黄色4号）

鶏卵、砂糖、小麦粉、マーガリン（食用油脂、発酵バター、バターオイル、その他）、アーモンド、ナパージュ、水飴、

8

東京キャラメルバームクーヘン

1380円

60日 ショートニング、油脂加工食品、キャラメルソース、キャラメルパウダー、でん粉／乳化剤、膨張剤、カラメル色素、ゲル

小麦、卵、乳

化剤（ペクチン)、香料、酸味料、保存料(二酸化硫黄)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

砂糖（国内製造）、小麦粉、全卵、植物油脂、クリームチーズ（生乳、クリーム、食塩）、ブドウ糖、食塩/加工澱粉、ベー

9

ビアードパパのふんわり窯出しケーキ（チーズ）

700円

60日 キングパウダー、乳化剤、香料、増粘剤(キサンタンガム)、安定剤（増粘多糖類）、(一部に乳成分・小麦・卵・大豆を含

卵・小麦・乳

む)

10

ロイズポテトチップチョコレートオリジナル

11

ロイズショコラの四季

12

ブラックサンダーほうじ茶ラテ

777円

1497円

850円

ポテトチップス(国内製造)(じゃがいも<遺伝子組換えでない>、植物油脂、食塩)、砂糖、ココアバター、カカオマス、全粉

30日 乳／乳化剤(大豆由来)

●プラフィーユショコラ［いちご］/ココアバター、砂糖、いちごソース（水あめ、砂糖、ストロベリー濃縮果汁）、全粉乳、い
ちご粉末、練乳パウダー、乳化剤（大豆由来）、アカビート色素、香料、酸味料、増粘剤（ペクチン）
●プラフィーユショコラ［キャラメル］/砂糖、ココアバター、キャラメルソース（加糖れん乳、砂糖、果糖、寒天）、全粉乳、
カカオマス、ソルビトール、乳化剤（大豆由来）、香料
●プラフィーユショコラ［ホワイトミルク］/ココアバター、砂糖、れん乳ソース（加糖れん乳、水あめ、砂糖、寒天）、全粉
乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、乳糖、乳化剤（大豆由来）、香料
●ピュアチョコレート［ホワイト］/ココアバター、砂糖、全粉乳、練乳パウダー、脱脂粉乳、乳化剤（大豆由来）、香料
●ピュアチョコレート［コロンビアビター］/カカオマス（コロンビア産カカオ豆100％）、砂糖、ココアバター、乳化剤、香料、
（原材料の一部に乳成分・大豆を含む）
●ミルクチョコレートコレクション［フルーティミルク］/砂糖、カカオマス、ココアバター、全粉乳、乳化剤（大豆由来）、香
90日 料
●チョコレートウエハース［いちごクリーム］/砂糖、植物油脂、ウエハース（小麦粉、食塩、植物油脂、小麦胚芽）、全粉
乳、乳糖、ココアバター、カカオマス、いちご粉末、練乳パウダー、乳化剤、加工でん粉、カラメル色素、香料、膨脹剤、
（原材料の一部に大豆を含む）
●ロイズアールショコラ［レモン］/砂糖、植物油脂、カカオマス、ココアバター、全粉乳、乳糖、脱脂粉乳、レモンパウ
ダー、グレープフルーツパウダー、乳化剤、トレハロース、香料、カロチン色素、（原材料の一部に大豆を含む）
●バトンクッキー［ココナッツ］/砂糖、ココナッツ、小麦粉、全卵、ココアバター、バター、植物油脂、カカオマス、脱脂粉
乳、全粉乳、マーガリン、食塩、乳化剤、（原材料の一部に大豆を含む）
●バトンクッキー［黒糖］/砂糖（グラニュー糖、黒糖）、ココナッツ、ココアバター、小麦粉、全卵、バター、全粉乳、植物
油脂、脱脂粉乳、マーガリン、食塩、乳化剤、香料、（原材料の一部に大豆を含む）

準チョコレート（砂糖、植物油脂（大豆を含む）、全粉乳、乳糖、脱脂粉乳、カカオマス、ココアパウダー、ココアバター、
食塩）、ココアクッキー、油脂加工食品（砂糖、植物油脂、脱脂粉乳、乳糖）、小麦粉、植物油脂、ホワイトチョコチップ

240日 （砂糖、植物油脂、全粉乳、ココアバター）、砂糖、全卵、ほうじ茶（加賀棒茶）、ショートニング、水飴、食塩、ホエイパウ

乳

小麦、卵、乳

小麦、卵、乳

ダー、脱脂粉乳、全粉乳／膨脹剤、セルロース、ソルビトール、乳化剤、トレハロース、香料

13

さくっと麦チョコバー

14

ポロショコラミックスフルーツ

1060円

【ミルクチョコ】 砂糖、ココアバター、植物油脂、乳糖、マルトース、ココアバター、全粉乳、米パフ、脱脂粉乳、小麦、カ
カオマス、バターオイル、コーヒー／光沢剤、乳化剤（大豆由来）、香料【ストロベリー】 砂糖、ココアバター、乳糖、植物
油脂、マルトース、全粉乳、脱脂粉乳、米パフ、小麦、カカオマス、ココアパウダー、バターオイル、チーズ粉末、いちご
150日 粉末／乳化剤（大豆由来）、 酸味料、 着色料（ビートレッド） 、光沢剤、 香料 【宇治抹茶】 砂糖、ココアバター、乳糖、
植物油脂、マルトース、全粉乳、脱脂粉乳、米パフ、小麦、カカオマス、ココアパウダー、バターオイル、抹茶、チーズ粉
末／乳化剤（大豆由来）、光沢剤、香料

530円

80日 コアパウダー、小麦粉 ／ 香料、乳化剤 （大豆由来）、酸味料、酸化防止剤（V.E、V.C）、乳酸Ca、クエン酸、着色料（カ

チョコレート、果実加工品（レーズン、糖漬け乾燥クランベリー、糖漬けリンゴ、洋酒、オレンジピール、砂糖、糖漬け乾
燥パインアップル、糖漬けレモンピール、水あめ、還元水あめ）、牛乳、マーガリン、液鶏卵、砂糖、加糖卵黄、米粉、コ

小麦、乳

小麦、卵、乳

ロチン）

小麦粉、砂糖、さつまいも甘露煮、乳等を主要原料とする食品（植物油脂、発酵バター、その他）、卵、マーガリン、さつ

15

マネケン発酵バターさつまいもワッフル

960円

45日 まいもペースト、還元水あめ、イースト、発酵バター、食塩／香料、乳化剤、酵素、ビタミンＣ、着色料（カロチノイド）、酸
化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）

小麦、卵、乳

16

茨城のほしいも（べにはるか）

1100円

６０日 さつまいも（茨城県産）

17

じゃり豆濃厚チーズ味

1270円

300日 末、チーズ風味粉末／乳化剤、ふくらし粉、酸化防止剤（ビタミンE）、ｐH調整剤／調味料（アミノ酸等）、香料、着色料

種実（ひまわり、かぼちゃ、アーモンド）、寒梅粉ミックス（糯米、澱粉）、小麦粉、砂糖、油脂食品[植物油脂（大豆を含
む）、粉末チーズ、デキストリン]、チーズフード（ナチュラルチーズ、乳製品、食塩）、粉末チーズ、食塩、バター風味粉

なし

小麦、乳

（パフリカ色素、アナトー）

365日

アーモンド(アメリカ産)、砂糖、ココアバター、乳糖、植物油脂、ホエイパウダー、全粉乳、水あめ、チーズパウダー、
チーズ加工品、マルトデキストリン、ココアパウダー／乳化剤、香料、（一部に乳成分・大豆を含む）

18

ティラミスチョコ

740円

19

オリジナルカラメルビスケット

650円

20

田野屋塩二郎 プチシューラスク 塩キャラメル

1050円

６０日 剤、香料、アナトー色素、調味料（原材料の一部に乳成分、卵、大豆・小麦を含む）

21

田野屋塩二郎 アーモンドサブレー

1050円

６０日 トニング、食塩、コーンスターチ、マルトデキストリン、卵、牛乳、乳化剤、香料、アナトー色素（原材料の一部に乳成分、

２０２０年５月 小麦粉、砂糖、植物油脂、シュガーシロップ、大豆粉（遺伝子組み換えでない）、食塩、シナモン／膨張剤
以降

卵（国産）、マーガリン、小麦粉、アーモンドスライス、砂糖、乳糖を主原料とする食品、牛乳、塩、トレハロース、乳化

乳

小麦

小麦・卵・乳

小麦粉（国内製造）、バター、砂糖、アーモンドスライス、卵黄、マーガリン、ぶどう糖、乳等を主原料とする食品、ショー

小麦・卵・乳

卵、小麦、大豆を含む）

22

パート・ド・フリュイ

23

ミレーサンドいちご風味

1070円

6か月

砂糖、水飴、麦芽糖、澱粉、濃縮果汁（国産ﾚﾓﾝ、ｷｳｲﾌﾙｰﾂ、りんご、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ、いちご）、ﾌｨｯｼｭｺﾗｰｹﾞﾝ/ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ、
ｹﾞﾙ化剤（ﾍﾟｸﾁﾝ）、乳化剤、酸味料、香料、着色料（ｸﾁﾅｼ色素、紅花色素）

なし

ビスケット（小麦粉、植物油、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩）（国内製造）、いちごクリーム（植物油脂、砂糖、乳

780円

90日 糖、全粉乳、ココアバター、たん白濃縮ホエイパウダー、乾燥いちご、水あめ）／乳化剤、膨脹剤、酸味料、アカビート

小麦、乳

色素、香料、（一部に乳成分・小麦・大豆を含む）

ココナッツオイル・小麦粉・グルコースシロップ・ホエイパウダー（乳製品）・砂糖・ぶどう糖・脱脂粉乳・大豆粉・麦芽エキ
ス・塩・低脂肪ココア・ヘーゼルナッツ・スパイス・膨張剤・乳化剤（大豆由来）・香料

24

ローカーミニーズバニラ

680円

540日

25

濃密プレミアムバナナ

700円

180日 バナナ、植物油（ココナッツオイル）、砂糖／香料（バナナフレーバー）

26

コープヌードル白ごま担々麺

小麦、乳

なし

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、卵粉、たん白加水分解物、 しょうゆ、香辛料）、スープ（豚脂、ポー
クエキス、小麦粉、糖類（砂糖、麦芽糖）、粉末しょうゆ、でん粉、すりごま、ねりごま、香辛料（花椒、唐辛子）、チキンエ

1360円

180日 キス）、かやく（味付肉そぼろ、いりごま、チンゲン菜、ねぎ）／加工でん粉、調味料 （アミノ酸等）、香料、炭酸Ｃａ、増粘

卵、小麦、乳

多糖類、酸化防止剤（ローズマリー抽出物、ビタミンＥ）、酸味料、着色料（カラメル、カロチン）、セルロース、焼成Ｃａ、
ビタミンＢ２、ビタミンＢ１
【オリジナルブレンド】有機コーヒー豆（生豆生産国名：ペルー、メキシコ、エチオピア、ホンジュラス、インドネシア）【フェ

27

有機珈琲コレクションドリップ

740円

365日 アトレードモカブレンド】有機コーヒー豆（生豆生産国名：エチオピア、グアテマラ）【バードフレンドリーブレンド】有機コー

なし

ヒー豆（生豆生産国名：グアテマラ、ホンジュラス、エチオピア）

28

瀬戸田レモン

1350円

365日 果糖ぶどう糖液糖、レモン、はちみつ、レモン果汁、酸化防止剤（ビタミンC）

29

三陸産茎めかぶ梅しそ味

720円

180日 料（アミノ酸等）、乳酸カルシウム、香料

えび

30

無選別揚げそら豆 のり塩

880円

120日 そら豆（オーストラリア産）、植物油、青のり、食塩

なし

31

やわらか甘露いか天、のり天わさび

580円

180日 のり天：天ぷら粉（小麦粉、でん粉）（国内製造）、植物油脂、のり、卵白（卵を含む）、わさびシーズニング、でん粉、食

湯通し塩蔵わかめ（三陸産）、砂糖、梅酢、食塩、デキストリン、みりん、さとうきび抽出物、酸味料、ソルビトール、調味

いか天：天ぷら粉（小麦粉、でん粉）（国内製造）、植物油脂、いか、ブドウ糖、砂糖、卵白（卵を含む）、でん粉、食塩、
魚醤、香辛料/調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア、カンゾウ）、酸味料、乳化剤、香辛料抽出物

なし

卵、小麦

塩、香辛料、卵殻粉/調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物、甘味料（ステビア、カンゾウ）、第三リン酸カルシウム

32

大地の恵みナッツ＆フルーツ

970円

33

黒糖ドーナツ棒１６本箱（火の国支援）

756円

34

さかなっつハイ！

カシューナッツ、アーモンド、バナナ、砂糖、ココナッツオイル、クランベリー、クコの実、かぼちゃの種、食塩、植物油

150日 脂、調味料（アミノ酸等）

90日 小麦粉(国内産)、植物油脂、糖類〔黒糖(沖縄産)、粗糖、水飴、糖蜜〕、還元水飴、鶏卵、ショートニング、蜂蜜、膨脹剤

なし

小麦、卵

アーモンド、いわし、落花生、砂糖、植物油脂、食塩、ゴマ、水あめ、魚介パウダー、ドコサヘキサエン酸含有精製魚

1400円

180日 油、こんぶパウダー、香辛料、トレハロース、香料、調味料（アミノ酸等）、ビタミンD、（原材料の一部にエビ、大豆を含

えび、落花生

む）

35

素焼きミックスナッツ

36

おばあちゃんの焼こあじ

37

静岡ラーメン 麵屋燕

1380円

510円

180日 アーモンド、落花生、カシューナッツ

5ヶ月 しまあじ、砂糖、食塩、調味料（アミノ酸）、ソルビット

落花生

なし

麺（小麦粉（国内製造）、小麦蛋白、還元水飴、食塩／酒精、かんすい、加工澱粉、（一部に小麦を含む））

1000円

90日 スープ（しょうゆ（国内製造）、豚脂、食塩、香味食用油、砂糖、チキンエキス、発酵調味料、魚介エキス、かつおぶし／

小麦

調味料（アミノ酸等）、酒精、加工でんぷん、カラメル色素、（一部に小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉を含む） ）

38

茨城 煮干ソバ イチカワ監修 元祖和え玉

530円

めん：小麦粉（国内製造）、還元水あめ、小麦グルテン、卵白、食塩／酒精、加工でん粉、かんすい、（原材料に一部に
小麦・卵を含む）和え玉たれ：動物油脂（国内製造）、しょうゆ、植物油脂、たん白加水分解物、調味油脂、砂糖、食塩、

１００日 焼きあご、あじ煮干し、調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色素、増粘剤（キサンタン）、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚
肉を含む）

小麦・卵

39

40

プレミアム喜多方ラーメン「厚み」

いつものおみそ汁１０種バラエティセット

41

コモパンセレクション

42

チーズピーナッツ

1600円

1100円

1000円

麺：小麦粉、還元水飴、食塩、酒精、かんすい、加工デンプン、貝Ｃａ、クチナシ黄色素
醤油スープ：醤油、食塩、ポークオイル、チキンエキス、香味油、たん白加水分解物、植物油脂、砂糖、香辛料、調味
料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色素、（原材料の一部に大豆、小麦、鶏肉、ゼラチン、豚肉を含む）
チャーシュー：豚バラ肉、しょうゆ、つゆ（水あめ、しょうゆ、砂糖、食塩、その他）、米みそ、香味油、pH調整剤、調味料
45日 （アミノ酸等）、カラメル色素、（原材料の一部に小麦を含む）
メンマ：メンマ(中国）、醤油、ぶどう糖果糖液糖、発酵調味料、たん白加水分解物、食塩、砂糖、植物油脂、唐辛子、ソ
ルビット、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤(ビタミンC)、香辛料抽出物、リン酸塩（Na)、（原材料の一部に小麦、大豆、
ごまを含む）

【なす】揚げなす、米みそ、調合みそ、ねぎ、かつお風味調味料、デキストリン、みりん、わかめ、オニオンエキスパウ
ダー、酵母エキスパウダー、こんぶエキスパウダー／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、（一部に
さば・大豆・鶏肉・魚醤（魚介類）を含む）
【焼きなす】焼きなす、米みそ、調合みそ、ねぎ、風味調味料、デキストリン、こんぶエキス、みりん、かつお節粉末／調
味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に小麦・さば・大豆を含む）
【とうふ】豆腐、米みそ、調合みそ、ねぎ、かつお風味調味料、わかめ、デキストリン、食塩、かつお節粉末、こんぶ粉末
／調味料（アミノ酸等）、安定剤（加工デンプン）、凝固剤、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、（一部にさば・大豆・魚醤
（魚介類）を含む）
【なめこ赤だし】なめこ、調合みそ、ねぎ、かつお風味調味料、しょうゆ、デキストリン／調味料（アミノ酸等）、カラメル色
素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、（一部に小麦・乳成分・さば・大豆・魚醤（魚介類）を含む）
【ほうれん草】米みそ、ほうれんそう、調合みそ、ねぎ、油揚げ、かつお風味調味料、みりん、わかめ、でん粉／調味料
（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、（一部にさば・大豆・魚醤（魚介類）を含む）
【赤だし三つ葉入り】調合みそ、焼きふ、かつお風味調味料、みつば、豆腐、しょうゆ、デキストリン、ゼラチン／調味料
（アミノ酸等）、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、凝固剤、重曹、（一部に小麦・さば・大豆・ゼラチン・魚
366日 醤(魚介類)を含む）
【長ねぎ】ねぎ、米みそ、調合みそ、かつお風味調味料、わかめ、かつおエキス、かつお節粉末、でん粉、こんぶ粉末
／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、（一部にさば・大豆・魚醤（魚介類）を含む）
【野菜】米みそ、キャベツ、ほうれんそう、ねぎ、にんじん、かつお風味調味料、豚脂、酵母エキスパウダー、ブイヨンパ
ウダー、わかめ、でん粉、野菜エキスパウダー／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンE）、酸味料、香辛料抽出
物、（一部に小麦・乳成分・さば・大豆・豚肉・魚醤（魚介類）を含む）
【しじみ赤だし】 しじみ、調合みそ、ねぎ、デキストリン、発酵調味料、風味調味料（かつお）、風味調味料、しじみエキ
ス、魚介エキスパウダー、さば節粉末／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部にえび・小
麦・乳成分・いか・さば・大豆・りんごを含む）
【とん汁】麦みそ、豚肉、調合みそ、ごぼう、にんじん、オニオンソテー、ねぎ、乾燥マッシュポテ
ト、かつお風味調味料、砂糖、野菜エキスパウダー、ポークエキス、デキストリン、豚脂、オニオンエキスパウダー、酵
母エキスパウダー、しいたけエキスパウダー、酵母パウダー／調味料（アミノ酸等）、香料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、
酸味料、（一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤（魚介類）を含む）

＜メロンパン＞
小麦粉、砂糖、クリームフラワーペースト、卵、ショートニング、パネトーネ種、ラード、マーガリン、ぶどう糖、全粉乳、脱
脂粉乳、デンプン分解物、食塩、麦芽エキス、酵母 ／ 加工デンプン、香料、膨張剤、乳化剤、増粘多糖類、ｐＨ調整
剤、着色料（紅麹、カロテン）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
＜小倉小町＞
つぶあん、小麦粉、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、ブドウ糖、脱脂粉乳、食塩、黒ごま、乳化剤、麦芽
エキス、酵母、植物油脂、(原材料の一部に大豆を含む)
＜デニッシュクリーム＞
小麦粉、クリームフラワーペースト、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、ショートニング、ブドウ糖、加工デンプ
ン、脱脂粉乳、食塩、乳化剤、香料、麦芽エキス、酵母、植物油脂、増粘多糖類、着色料(カロテン)、（原材料の一部に
大豆を含む）
＜メープルワッフル＞
小麦粉、クリームフラワーペースト、マーガリン、砂糖、加糖卵黄、油脂加工品、パネトーネ種、転化糖、メープルシュ
３５日 ガー、加工デンプン、麦芽エキス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、乳化剤、香料、増粘多糖類、酵母、植物油脂、
ｐＨ調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、(原材料の一部に大豆を含む)
＜黒糖クロワッサン＞
小麦粉、黒糖フラワーペースト、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、加工黒糖、ショートニング、砂糖、ブドウ糖、加
工デンプン、着色料（カラメル）、脱脂粉乳、食塩、香料、乳化剤、麦芽エキス、酵母、植物油脂、増粘多糖類、ｐＨ調整
剤、（原材料の一部に大豆を含む）
＜クロワッサンリッチ＞
小麦粉、マーガリン、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、ブドウ糖、脱脂粉乳、食塩、乳化剤、麦芽エキ
ス、酵母、植物油脂、（原材料の一部に大豆を含む）
＜毎日クロワッサン＞
小麦粉、糖類、パネトーネ種、動物油脂、マーガリン、卵、ショートニング、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母、植物油
脂、乳化剤、(原材料の一部に大豆を含む)

小麦

小麦、乳、えび

小麦・卵・乳・大豆

落花生、小麦粉、寒梅粉ミックス、砂糖、澱粉、植物油、水飴、チーズシーズニング／調味料（アミノ酸等）、膨張剤、香

840円

150日 料、微粒二酸化ケイ素、甘味料（スクラロース、ステビア）、香辛料抽出物、（一部に落花生・小麦・乳成分・大豆を含

小麦、乳、落花生

む）

米（国産）、植物油脂、とうもろこし澱粉（遺伝子組み換えでない）、食塩、落花生、レモン果汁、香辛料、たんぱく加水
分解物、調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料

43

塩レモン王子

600円

120日

44

めちゃうまラー油あられ

620円

210日 ４０％）、食塩、調味料（アミノ酸等）、香料、加工澱粉、カラメル色素、パプリカ色素、（原材料の一部に小麦、乳、大

餅米（国産）、植物油脂、ラー油シーズニング（乳糖、食塩、ガーリック、ブドウ糖、その他）、ローストオニオンシーズニ
ング（砂糖、オニオンパウダー、食塩、ビーフパウダー、その他）、オニオンパウダー、青ネギ、ラー油（沖縄産島ラー油

落花生

小麦・乳

豆、ごま、牛肉、豚肉、鶏肉を含む）

45

たっぷりアーモンドえび

1000円

150日 アーモンド（アメリカ産）、えび、砂糖、食塩

えび

小麦

46

ポリ×２ バラエティセット

1050円

【梅酢】干しだいこん、漬け原材料［アミノ酸液、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、食塩、醸造酢、醤油、発酵調味液、梅
酢］／酒精、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア、甘草)、香料、保存料(ソルビン酸K)、増粘多糖類、(一部に
小麦・大豆・牛肉・豚肉・ゼラチンを含む)【醤油】干しだいこん、漬け原材料［糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、食塩、醤
120日 油、アミノ酸液、醸造酢］／調味料(アミノ酸等)、酒精、甘味料(ステビア、甘草)、酸味料、香料、保存料(ソルビン酸K)、
リン酸塩(Nａ)、増粘多糖類、香辛料、(一部に小麦・大豆を含む)【山椒】干しだいこん、漬け原材料［糖類(果糖ぶどう糖
液糖、砂糖)、食塩、醤油、アミノ酸液、醸造酢、山椒、コーンパウダー］／調味料(アミノ酸等)、酒精、甘味料(ステビア、
甘草)、酸味料、香料、保存料(ソルビン酸Ｋ)、リン酸塩(Ｎａ)、増粘多糖類、香辛料、(一部に小麦・大豆を含む)

47

おやつカルパス カレー味

520円

120日 味料（アミノ酸）、リン酸塩（Ｎａ，Ｋ）、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、くん液、保存料（ソルビン酸Ｋ）、発色剤（亜硝酸

鶏肉（国産）、豚脂肪、結着材料（粗ゼラチン、でん粉）、豚肉、糖類（麦芽糖、砂糖）、食塩、香辛料、豚コラーゲン／調

なし

Ｎａ）、（一部に鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）

そら豆、小麦粉、植物油脂、砂糖、でん粉、カレーシーズニング（香辛料、食塩、粉末チキンブイヨン、その他）カレー粉

48

カレーそらまめ

500円

150日 （カレー粉、カルダモン、赤唐辛子、その他）ビーフエキス、食塩、赤唐辛子、調味料（アミノ酸等）膨調剤、香料、クチナ
シ色素

小麦、乳
＊本製品の製造ラインでは卵、落
花生、えび、かにを使用した製品も
製造しています。

水稲うるち米（国産）・カレーたれ（砂糖・醤油・水あめ・デキストリン・ウスターソース・香辛料・醸造酢・乳製品・鰹節子・

49

大人のカレー 揚げせんべい

920円

１２０日 植物油・食塩・オニオンエキス）・植物油・黒コショウ・増粘剤（加工でんぷん）・調味料（アミノ酸等）・トレハロース・乳化

乳・小麦・大豆

剤・香料・（原材料の一部に小麦・大豆・りんごを含む）

50

ししゃもきくらげ

500円

51

６種の野菜だし

500円

52

おしゃぶり芽かぶ

500円

木耳、醤油（大豆・小麦を含む）、砂糖、カラフトシシャモの卵、つゆ（醤油・砂糖・みりん・その他）、しその実、鰹節、醸

小麦

食塩、乳糖、砂糖、酵母エキス粉末（酵母エキス、デキストリン）、オニオン粉末、ほうれん草粉末、ガーリック粉末、に

乳

365日 造酢、食塩、ソルビット、調味料（アミノ酸等）pH調整剤、香料、保存料（ソルビン酸K）V、B1

10か月 んじん粉末、セロリ粉末、しいたけ粉末、かつお節粉末、こんぶ粉末

4ヵ月 芽かぶ、砂糖、醸造酢、醤油、乳糖、風味調味料、コラーゲンペプチド／調味料（アミノ酸等）、酸味料、ヒアルロン酸

小麦、乳

53

ガッツスタミナなめ茸

620円

54

万能おかず生姜２袋

600円

55

甘辛あとひきごぼう

520円

56

瀬戸田レモンケーキ島ごころ4個入り

57

ミレービスケット トリュフ風味 ２袋

1000円

365日 榎茸（長野県）、本醸造醤油（大豆・小麦を含む）、粗糖、にんにく、食塩、唐辛子、酵母エキス、魚介エキス、米酢

１８０日

小麦

しょうが(高知県産）、漬け原材料（醤油、砂糖、食塩、米黒酢）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、乳酸Ｃａ、酸化防止剤
（ビタミンＣ）、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

小麦

ごぼう、こんぶ、ごま、とうがらし、漬け原材料[糖類(砂糖・ブドウ糖加糖液等)、しょうゆ、梅肉、発酵調味料、食塩、醸

小麦

4ヵ月 造酢、酒精]／調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、カラメル色素、唐辛子抽出物、酸化防止剤(ビタミンC)

６０日 砂糖（国内製造）、小麦粉、バター（乳成分を含む）、卵液、レモン、クリーム（乳製品）、蜂蜜、寒天加工品（粉あめ、寒天）、食塩、／香料、膨張剤
小麦、卵、乳

ビスケット生地（小麦粉、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩）、植物油、トリュフ風味シーズニング、（食塩、デキスト

560円

２１０日 リン、砂糖、酵母エキス、ガーリックパウダー、トリュフオイル、胡椒、粉末水あめ）/膨張剤、調味料（アミノ酸等）、香

小麦

料、乳化剤（大豆由来）、香辛料抽出物

58

巾着芋けんぴ 2袋

59

淡路島 朝のオニオンスープ

700円

180日 さつまいも、植物油、砂糖

なし

バターオイル、ポークエキス、砂糖、チキンエキス、オニオンパウダー（淡路島フルーツ玉ねぎ１００％使用）、食塩、しょ

1080円

１年 うゆ、デキストリン、酵母エキスパウダー、具（玉ねぎ（淡路島産フルーツ玉ねぎ１００％使用）、パセリ）、酸化防止剤

小麦

（ビタミンE）、（原材料の一部に小麦を含む）

60

いぶりがっこのクリームチーズマヨ

61

山形鶴岡「琴平荘」醤油４食入り

750円

1000円

植物性ドレッシング、クリームチーズ、いぶり漬、鶏卵、玉ねぎ、香辛料、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＢ

60日 １）、（一部に小麦、卵、大豆、りんごを含む）

めん：小麦粉、食塩、還元水あめ、小麦グルテン、卵白/かんすい、酒精、加工でん粉、（一部に小麦・卵を含む） スー
プ：しょうゆ、合わせだし（かつお節・さば節・煮干）、肉エキス、食塩、動物油脂、砂糖、とびうお煮干粉末、香辛料、野

100日 菜エキス、するめ粉末、さば節粉末/調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色素、増粘剤（キサンタン）、調味料、酸化防
止剤（ビタミンE)、（一部に小麦・いか・さば・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

小麦、卵、乳

小麦、卵

